
【大学推薦 University Recommendation】

全体
Total

推薦
Recommended

うち 学部生
Undergraduates

うち 大学院生
Graduates

うち 研究生・専攻生
Research Student

始 From 2018/10 始 From 2019/4

至 To 2019/9 至 To 2020/3

年数 Year(s) 1 年数 Year(s) 1

     始　From

　　 至　To

掲示日： 2018/7/13

 西千葉ｷｬﾝﾊﾟｽ ： 学務部留学生課（国際教育センター1階）
 亥鼻ｷｬﾝﾊﾟｽ ： ISD亥鼻キャンパスブランチ（医学部本館1階）
 松戸ｷｬﾝﾊﾟｽ ： ISD松戸キャンパスブランチ（園芸学部管理棟1階）

Nishi-Chiba Campus : International Student Division
                             (Center for International Research and Education, 1F)
Inohana Campus : ISD Inohana Branch (School of Medicine, 1F)
Matsudo Campus : ISD Matsudo Branch (Administration Building, 1F)

財団による選考（又は面接実施）の通知時期
Selection Result (or Interview) by the Foundation will be announced in 2018/10

募　集　期　間
Application Period

推薦者の発表日（予定）
Candidate Selection Result will be announced on

2018/7/13
2018/8/3

2018/7/27

推薦者の応募書類提出期限
Application Document must be submitted by (For Candidate only)

2018/8/22

応募書類受付窓口
Offices to Submit Your Application Documents

別記又は留学生課ホームページに掲載の「奨学金応募に
関する諸注意」を必ず確認して下さい。

国籍
Nationality

不問
Unmentioned

2018年度前期に私費外国人留学生を対象とした「奨学申請
者登録」を行った者が申請できます。

オーバードクターの学生は応募資格対象外です

支給金額（月額）
Amount

月額１０万円
\100,000/month

支給期間
Duration

１０月入学者
Enrolled in October

４月入学者
Enrolled in April

主　　な
応募資格
Required

Qualifications

財団が主催する交流会に積極的に参加できること。
経済的支援を必要とする私費外国人留学生であること。
健康で、学業成績・人物ともに優秀であること。
次の（１）または（２）のどちらかに該当する者.
     （１）国際協力に貢献する研究を行う大学院学生
     （２）英語による学位取得プログラム（英語プログラム）に在籍する留学生
Takase Scholarship Foundation hopes for students to attend the social meetings and the other exchange activities.
Applicant must be:
 - a privately financed international student who needs financial support.
 - a person in good health, high academic achievement and sincere.
And, applicant must meets one of the following eligibilities.
　1) Graduate school students studying the subjects concerning development aid and
      international cooperation.
  2) Graduate school students in The International Priority Graduate Programs
       (the English program at Chiba Univ.).

特記事項
Note

本学
For Chiba Univ.

1 採用数
Admitted 1

- 1 -
研究分野

Research Field

下記「主な応募資格」参照
Please check the "Required Qualifications"

below学部・研究科
Department

不問
Unmentioned

奨 学 金 等 名 称
Ｎａｍｅ of Foundation (or Name of Scholarship)

タカセ国際奨学財団
TAKASE Scholarship Foundation

募 集 人 数
Number of Openings

前年度実績
Previous Year's Record

10月入学者 8～10名
4月入学者　3～5名
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1 . 応募資格

2018年 秋期 ・ 2019年 春期

公益財団法人タカセ国際奨学財団

外国人留学生奨 学生募集要項

奨学生に応募できる者は、 我が国の大学に在籍、または入学が許可された私費

外国人留学生のうち、 学業、人物ともに優れ、 かつ、経済的援助が必要と認められ

る者で、 次の（1）、（2）、（3）のいずれかの条件を満たすものとします。

なお、既に我が国の他の団体からの奨学金を3万円以上受けている者は応募で

きません。 また、 財団が主催する交流会に積極的に参加できることが条件です。

(1）国際協力に貢献する研究を行う大学院生

(2）英語による学位取得プログラムに在籍する私費留学生

(3）短期留学生（注 1 )

（注 1) 「短期留学生」とは、 海外の大学に在籍している学生で、 大学間交流協定のある

我が国の大学の学部または大学院に1年間程度の留学をすることをいう。

（注 2) 前年度に当財団の奨学金を受給した奨学生（短期留学は除く）の再応募を認めま

すが、 奨学金の支給期間は2年を限度とします。

2. 募集人数

2018年秋期奨学生の募集

（秋期に入学の在学者及び新規入学予定者） 8～10名

2019年春期奨学生の募集

（春期に入学の在学者及び新規入学予定者） 3～5名

3. 奨学金

月額1 0万円

4. 奨学金支給期間

2018年秋期奨学生の場合は2018年10月から1年以内の期間

2019年春期奨学生の場合は2019年4月からl年以内の期間



5. 募集方法

大学を通じて募集します。

6. 応募の手続

次の書類を揃え、 大学の事務局を通じて当財団に提出して下さい。 なお、再応募

の留学生についても、 改めて本手続をとっていただきます。

(1) 大学推薦書（様式1)

応募者の入学時期により、応募が秋期か春期かに分かれます。新規入学者でなくても、

差し支えありません。 （例えば、 2018 年 4 月に修士課程 l 年に進学した学生が、 2019 春

期に応募は可能です。）

(2) 奨学金支給申請書（様式 2 1、 2-2)

「在籍大学」欄の年次は、 申請時の年次ではなく、 奨学金受給予定の年次を記入して

ください。

様式 2-2 は、 英文で記載される場舎、 日本語訳を添付してくださいの

(3) 推薦書（様式 3-1 、 3-2) （大学で記載して下さい。）

a 「在籍大学」欄の 「在籍年次」は、 奨学金受給予定の年次を記入してください。

b 「受入大学」欄の「在籍身分」は、奨学金受給予定の年次の身分を記入してください。

C 学生が来日前で、指導教員による推薦理由記入が困難な場合は、入学決定に至るまで

の、 本人とのメ ールや fax での具体的なやりとりの写しなどを添付してください。

( 4）在学証明書

(5）在留カ ー ドの写し（両面）または外国人登録証明書（阿面）の写し（住所、

氏名、在留資格の確認）

(6）成績証明書（短期留学は除く） ：現課程のもの。 入手不可能の場合は、 前

の課程のものまたは入学試験の成績等。

(7）短期留学の場合は大学問交流協定の写し

(8) 「英語による学位取得プログラム」であることの内容が確認できる書類

＊ 応募書類は、 採・否にかかわらず返却しません。

7. 選考及び決定の連絡

推薦された者について、本財団に設置する選考委員会の選考を経て、代表理事が

奨学生を決定します。 10 月上旬頃までに選考結果を、大学及び本人に文書で通知し

ます。
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